
株式会社旭建設　外壁材ラインナップ【標準仕様】

2019.07　※印刷物と実物では色柄が異なります。 現物の商品サンプルなどでお確かめください。　　商品：ケイミュー株式会社

性能

ネオロック・光セラ16 　mm厚16

ネオロック・光セラ16 　mm厚16

ビーンズタイル 

グラッシー チタン オーカー グラッシー チタン ブラウン グラッシー チタン ブラック
NH4431U NH4432U NH4433U

ホルム

ロゼ チタン レッドB

NH4333U
シルク チタン ホワイトC アッシュ チタン ベージュF チャコール チタン ブラックB

NH4331U NH4332U NH4334U

ナチュラルレンガ 

QFキルン チタン イエローD
NH3832K

QFキルン チタン ピンクD
NH3831K

QFキルン チタン オレンジD
NH3833K

QFハイド チタン ホワイトD
NH3836K

QFキルン チタン レッドB
NH3835K

ニュースリムストーン

フローラル チタン ベージュ
NH4699A

サトル チタン オレンジ
NH46910A

西

クローズ チタン ベージュ ハイド チタン グレー
NH4697A NH4698A

クローズ チタン ホワイトB
NH4693A

クローズ チタン ブラウンB
NH4694A

ドロワタイル

QFルッソ チタン ベージュ
NH4521A

QFサプル チタン イエロー
NH4522A

QFサプル チタン オレンジ
NH4523A

QFアバン チタン ブラック
NH4524A

セフィロウッド

QFブリュレ チタン アイボリー QFボワ チタン グレーB QFブリュレ チタン ブラック

NH4051U NH4052U NH4054U

キャストストライプ

ニュー チタン ホワイトD

NH3121U
スロー チタン グレーH

NH31213U
チャコール チタン ブラックB

NH31215U
フォレスト チタン イエローB

NH31216U

ディレクトーン

ファイン チタン ホワイトG

NH3641K
ルーチェ チタン シルバーB

NH3645K
レーベン チタン アイボリーB

NH3646K
ルーチェ チタン ブラックB

NH3647K

ニューリッジウェーブ

QFクロス チタン ホワイト
NH4531A

QFクロス チタン ベージュ
NH4532A

QFクロス チタン イエロー
NH4533A

QFパウロニア チタン ブラウン
NH4534A

カルナック

スロー チタン グレーＨ シルク チタン ホワイトＣ

NH4151U NH4152U

リッジウェーブ

QFエスプリ チタン オーカーC

NH3343U
QFコンフォート チタン ホワイト

NH3345U
QFパルフェ チタン ベージュDQFファイン チタン ホワイトD

NH3341U NH3342U

バレルウッド

QFサリール チタン オレンジB

NH4062U
QFバンドソー チタン ブラック

NH4063U
QFオビ チタン ブラック

NH4064U
QFバンドソー チタン アイボリー

NH4061U

QFオビ チタン レッドブラウン

NH4067U
QFバンダ チタン グリーン

NH4065U

シュトラール

ＱＦシルク チタン ホワイトL

NH4341K
ＱＦミルキー チタン ホワイトS

NH4342K

ＱＦアトランティック チタン ブルーH
NH4346K

ＱＦマックス チタン ホワイトF
NH4347K

ＱＦアッシュ チタン ベージュT

NH4343K
ＱＦシルク チタン グレーG

NH4344K

ＱＦマット チタン ベージュJ
NH4348K

ＱＦペール チタン オレンジK
NH4349K

ＱＦスマート チタン ブラウンR

NH43410K

モダンスリット

シルク チタン グレーB
NH3987U

シルク チタン ホワイトC

NH3981U
アトランティック チタン ブルーE
NH3985U

ダークロースト チタン ブラウン
NH3989U
西

NH39810U
チャコール チタン ブラックB

西

ニューレイヤーレリーフ

QFパルフェ チタン グレーD
NH3851K

QFパルフェ チタン ベージュE
NH3852K

QFパルフェ チタン オーカーD
NH3853K

QFカレント チタン アイボリーB
NH3855K

QFパルフェ チタン ブラックB
NH3857K

QFマーチ チタン ホワイトE
NH3856K

シックボーダー

QFクラフト チタン レッドB
NH3845K

QFテンダリー チタン ブラウンC
NH3843K

QFマーチ チタン ホワイトE
NH3841K

QFパルフェ チタン オーカーD
NH3842K

QFテンダリー チタン ブラックC
NH3844K

ココア チタン オーカーB

ニュー チタン ホワイトD

NH3751A NH3752A
ミルキー チタン ホワイトF ベビー チタン アイボリーC

NH3753A

フリー チタン ベージュH

チャコール チタン ブラックB

NH3756A

フィオット

NH3757A NH3758A

マレストーン 

QFマーチ チタン ホワイト QFルッソ チタン アイボリー QFルッソ チタン イエロー QFテンポ チタン ブラウン

NH4441U NH4442U

QFブリュレ チタン ブラック
NH4445U

NH4443U NH4444U

QFサプル チタ ンベージュ QFユース チタン ダルブラウン
NH4446U NH4447U

セフィロウッド 

東
ガーデン チタン オーク ガーデン チタン ウォルナット ガーデン チタン オリーブ ガーデン チタン スモーク

NH4055U NH4056U NH4057U NH4058U

トーン チタン ライトブラウン
NH4059U

QFイデア チタン ホワイト QFセバス チタン イエロー QFセバス チタン グレー QFセバス チタン ダークオレンジ

NH4671U

QFセバス チタン ブラウン

NH4675U

NH4672U NH4673U NH4674U

レクタングル

QFシルク チタン ホワイト

NH4951U
QFアッシュ チタン ベージュ

NH4952U
QFオイスター チタン グレー

NH4953U
QFダーク チタン ブラウン

NH4954U

ニティ


